
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

Ⅱ．働き方改革・生産性向上について
（２）インフラDX／カーボン・ニュートラルの
取組の推進について

資料３



1



2



3



4



5



6



7



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

中小規模工事へのICT施工の対象拡大
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インフラDX(i-Construction、BIM/CIMを含む)
の取組状況

令和４年５月２４日

令和４年度春季・北海道・東北地方ブロック土木部長等会議
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除雪現場の生
産性・安全性
向上
「i-Snow」

 実証実験の継続
フィールドの変更等

 前年度実証実験結
果のまとめ

 実証実験を終えた
フィールドより実
働配備を開始

 吹雪時の映像鮮明
化技術の配備拡大

 実証実験の継続
作業操作装置の自動化
安全技術の確認
衛星不感地帯対策検討
等

 実働配備準備

 吹雪時の映像鮮明
化技術については
先行して実働配備
を開始

 実働配備の拡大

 実働配備後の課題
改善検討

 自動化車種の拡大
検討

 吹雪時の映像鮮明
化技術の配備拡大

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表 目指す姿令和５～７年度令和４年度令和３年度（現在）

3-24 除雪現場の生産性・安全性向上「i-Snow」

 新技術の活用に
より除雪現場の
生産性・安全性
の向上を図り、
人口減少や高齢
化が進む中に
あっても、冬期
道路交通の確保
に不可欠な除雪
サービスを維持

 吹雪時の車両運
転支援により、
除雪作業の継続
が可能となり、
天候回復後速や
かに通行再開が
可能となること
で、吹雪による
通行止め時間を
短縮

（施工者）
 機械操作の自動化による除雪作業のワンマン化
 熟練オペレータの技術・経験に左右されない除

雪機械操作の一定の安全性・精度の確保
 吹雪時の除雪作業の継続
（令和4年度～）

（管理者）
 除雪の生産性・安全性向上による天候回復後の速

やかな通行再開に寄与
（令和4年度～）

 除雪の生産性・安全性向上による除雪サービス
の維持、吹雪による通行止め時間の短縮
（令和4年度～）

Before

除雪現場の生産性・安全性向上

熟練オペレータ
による

• 車両運転
• 走行位置の把握
• 作業装置操作

オペレータ
による

• 車両運転

道路構造や沿道状況を熟
知した熟練オペレータと助
手の
２名体制が必要

助手 による

• 作業装置操作
• 安全確認

衛星による走行位置の把握や
作業装置操作の自動化等により、
ワンマン化

After

熟練オペレータを含めた2名体制で除雪しているが
人手不足や技術継承が課題

機械操作の自動化により作業員1名で安全に除雪作業が可能となり
人口減少下でも必要な除雪サービスを維持

吹雪による通行止め時は除雪作業が困難であり

天候回復後に除雪作業を行うため
通行止めが長期化

吹雪時は除雪作業が困難

吹雪時の車両運転支援により除雪作業の継続が可能となり
天候回復後速やかに通行を再開 処理後

映像鮮明化技術により
車載モニターで周辺状況を確認

処理前

i-Snow
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat0000010dmm.html

除雪機械の熟練オペレータの減少や異常気象による冬期通行止めの発
生に対応し、機械操作の自動化
や吹雪時の車両運転支援による除雪現場の生産性・安全性向上を目指
した実証実験を実施。

機械操作の自動化は令和４年度以降、吹雪時の車両運転支援は令和３
年度に実働配備を開始。

概要
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

堤防除草の自
動化~ＳＭＡ
ＲＴ-Ｇrａｓ
ｓ~

目指す姿令和５～７年度令和４年度令和３年度（現在）

3-25 堤防除草の自動化 ~ＳＭＡＲＴ-Ｇrａｓｓ~

 自動運転の実
現による河川
堤防除草作業
の省力化

 自動出来形計
測による施工
管理および監
督・検査の効
率化

 河川管理施設
の効率的な機
能維持による
治水安全度の
確保

（施工者）
 1人で複数台の自動

機械を操縦すること
で除草作業の省人
化・効率化

 施工管理の効率化
（令和5年度～）

（管理者）
 監督・検査の効率化
 河川管理施設の機能

維持による治水安全
度の確保に寄与
（令和5年度～）

 同左（継続）
 自動運転フィール

ド実験
 技術評価・改良

 民間企業等との連
携による除草作業
の技術開発

 自動運転技術開発
 自動出来形計測・

書類自動作成の技
術開発

 運用開始（試行）
 技術評価・改良
 運用マニュアル整

備

 運用拡大

Before After

トラクターモア

ハンドガイド

現在行われてる堤防除草

遠隔式大型除草機

・出水期前の限られた時期に広
範囲の堤防法面を除草するた
めの人員の確保が必要

・除草の出来形資料作成（刈り
高の確認と面積計測）に労力と
時間がかかる

ICTを活用した堤防除草の自動化のイメージ

・自動運転の実現による除草作業の省力化
・自動出来形計測による作業の効率化

1台につき1人以上を要する運用、出来形を別途計測 自動運転により1人で複数台を運用、出来形を自動計測

SMART-Grass
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat000001xynt.html

 勾配の緩やかな堤防が多い北海道特有の環境を活かし、大型自動機械による堤防除
草の自動化を推進。

 これまで、除草自動化技術の検討、試験用実機の改造、出来形確認用展開図自動作
成技術の検討を行った。
今後は、試験地での実証試験、基準類の検討等を行い、堤防除草作業および建設現
場における生産性向上を図る。

概要
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北海道建設部
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建設現場のICT活用に関する北海道の取組方針 (説明版)
H

2
9

H
3
0

R
1

施工者の実施規模を踏まえ土工規模基準の拡大を検討使用原則化（1万m3以上）

◆TS･GNSS締固
MC/MG技術
施工者希望型
（1万m3以上）

施工者希望型（1万m3未満）

国の動き H28～道の動き

●道内建設技能者等の高齢化、
若年入職者の減少

●道内建設業の厳しい経営環境
●ICT活用への期待

現 状

見直しの視点

建設現場の生産性向上、安全性向上のため、取組の加速が必要

新・取組方針（工程表）

i-Construction ～建設現場の生産性革命～

国の｢i-Construction｣の動向を踏まえ、ICT活用工事取組拡大のため、対象工種等の拡大

■情報化施工の推進

■全面的なICT活用工事に向けた取組推進

①ICTの全面的な活用（ICT土工）
②全体最適の導入（ｺﾝｸﾘｰﾄ工の規格標準化等)
③施工時期の平準化

土 工

「全面的なICT活用工事」とは
施工プロセスの全ての段階においてICT施
工技術を全面的に活用する工事

① ３次元起工測量※１
② ３次元設計データ作成※２
③ ICT建機による施工※２
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

※１ 従来の測量方法も可
※２ 部分的なICT活用工事は必須項目

◆ 一 般 化

※TS･GNSSによる締固管理技術、MC/MG建機に
よる施工技術は、全面的なICT活用工事（土工）の
試行の中での採用状況等を踏まえ、使用原則化
を目指す

◆ 使用原則化

1

施工者希望型
（１万m3以上） （１千m3以上）

施工者希望型
（路盤工３千m2以上）

土工関連工種の追加
・掘削工（水中部河床等掘削含む） ・作業土工(床堀) ・付帯構造物設置工・法面工（吹付工）・地盤改良工

(浅層・中間混合処理・深層混合処理）)

以
降

◆TS出来形管理

・修 繕 工（切削オーバーレイ工）舗装工
・漁港・漁港海岸工事（土工・舗装工）

・法面工（吹付法枠工）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

TSによる出来形管理技術
10,000m3以上の土工を含む工事）
TS・GNSSによる締固め管理技術
ICT（MC・MG技術）機械による施工
全面的なICT活用工事
（施工プロセス全ての段階においてICT活用）
部分なICT活用工事
（施工プロセスの一部の段階においてICT活用）

   　　         情報化施工の取組状況

使用原則化

部分的なICT活用工事

・修 繕 工（切削オーバーレイ工）
（１万m2以上）
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【青森県】議題２.働き方改革・生産性向上について
（2）インフラDXの取り組みの推進

建設現場におけるDX化の推進

【ASP】

・H29年度から試行を開始し、R2.8以降公告・指名通知する工事
から原則とした。

・R3年度のシステム利用工事は、575件。

【遠隔臨場】

・R2.10から試行を開始、R3.9に映像と音声の仕様を引き下げ、ス
マートフォンやタブレットの利用を可とすることにより受注者が取り組み
やすいよう試行要領を改定し、感染予防対策として、原則発注者指
定型とした。

・R3年度のシステム利用工事は、 123件。

ICT活用の切削オーバーレイ

3次元設計モデルの作成

MGバックホウによる法面整形

遠隔臨場での施工検査

ＩＣＴ施工講習会

【3次元測量・設計】

・H31.4にそれぞれ要領を策定

・測量はR2に2件、R3に23件発注し、設計はR3に3件発注

【ICT施工】
・県内建設企業向けの施工講習会、現場見学会、活用セミナー等の実施
・R2.10から受注者希望型の対象工種拡大
・ICT施工の更なる普及を目指し、R3.2から10,000m3以上の土工工
事について、発注者指定型によるICTモデル工事として発注
・受注者希望型の実施件数は、R2で19件、R3で34件
・発注者指定型の実施件数は、R2で4件、R3で9件
・R1.10よりICT活用工事証明書発行、R2.7より総合評価において証明
書を加点対象、R3.7より総合評価における証明書の有効期間を1年から
3年に延長

24



宮城県インフラDXの取組状況
１ BIM/CIMモデル業務の実施

６ 宮城県土木部における遠隔臨場の活用促進

４ 工事情報共有システム(ASP)の活用

○ 土木部が発注する全ての土木工事において遠隔臨場を標準的
に実施し，地質・土質調査業務（ボーリング調査を含むもの）
においては試行的に実施【R4年度～】

工 事
R4標準化

地質・土質調査
R4試行

現地におけるボーリング調査の検尺について，画像
共有による遠隔臨場による立ち会いも可能とする。

全ての段階確認，材料確認，立ち会いの各項目に
ついて，画像共有による遠隔臨場を標準とする。

遠隔臨場を実施する項目 活用促進に向けた取り組み
令和３年度に，新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金を活用し，ディスプレイやヘッドセットなど，
監督員が遠隔臨場を円滑に実施できる環境を整備

環境整備

○ 土木部が所管する全ての土木工事を対象に実施【R2年度～】

・応急工事等，緊急性を要する工事を除く

令和３年度の活用

１５件

３ 仮設工事用道路のICT施工

○ 仮設道路計画アプリによる道路線形及び
縦横断計画の決定【R3年度】

（請負者の創意工夫）

・地形の3次元データを取り込んだタブレット画面をな
ぞるだけで，縦横断線形と土量計算結果が短時間算出可
・本工事においても，3次元データを施工機械に読み込
ませ，ICT施工により仮設道路造成を実施

２ ICT活用工事の実施と実績

○ 総合評価落札方式「ICT施工・3次元化等
の活用提案」※の活用 【H31(R元)年度～】

○ 計画・調査・設計段階における3次元
モデル業務導入【H31(R元)年度～】

・施工，維持管理においても，モデルを活用し，受
発注者双方の業務効率化・高度化を図るもの

（各年度の内訳）
令和元年度：設計業務 ２件 令和２年度：設計業務１件、測量業務１件
令和３年度：設計業務 ７件、測量業務 ３件
令和４年度：設計業務１３件、測量業務 ２件

ＢＩＭ／ＣＩＭ公告件数

H31(R1) R2 R3 R4

公告（予定）件数 2 件 2 件 10 件 15 件

・モデル業務は受注者希望型
・総合評価落札方式において,BIM/CIM活用提案が
あった場合,内容に応じて加点評価
・活用状況に応じて,業務成績評定において加点評価

（建設関連業務） （建設工事）

※各施工プロセス（①～⑤）における技術活用数に応
じて評価

①3次元起工測量 ②3次元設計データの作成
③ICT建設機械の施工 ④3次元出来形管理
⑤3次元データの納品

（名取川 災害復旧工事）

５ 人材育成（ICT施工に関する研修など）
○ ICT施工に関する研修等の実施【R3年度】
・ICT・UAV（i-Construction）基礎技術講習会（東北土木技術人材育成協議会 <国・県・民間>）R3.9.29

３次元測量，設計からICT建機による工事の監督，検査などの基礎知識習得

・建設産業振興支援講座（宮城県）R3.10.18
建設キャリアアップシステム活用モデル工事・週休２日・女性活躍推進モデル工事に関する知識習得

・令和３年度土木部職員研修「新技術講習会」(宮城県)R3.12.13
「ICT」，「UAV（ﾄﾞﾛｰﾝ）」，「i-Construction」基礎知識及び技術情報習得

（ICT施工による造成状況）

（単位：件）

年度 H29 H30

公告件数※ 879 829
対象工事 活用提案 対象工事 活用提案 対象工事 活用提案

261 87 257 84 201 117
公告件数に
占める割合

対象工事に
占める割合

公告件数に
占める割合

対象工事に
占める割合

公告件数に
占める割合

対象工事に
占める割合

30.1% 33.3% 28.3% 32.7% 30.9% 58.2%
備考

※ここでいう公告件数とは、宮城県全体における一般競争入札のうち、総合評価落札方式を採用した件数としている

3 7

実績

ICT活用モデル工事 総合評価落札方式

- -

R3R2H31(R1)
866 650909

・ただし，下記に該当する場合は監督職員との協議により対象外可
(1) システムの利用に必要な通信環境が確保できない場合
(2) その他，システムを利用することが不適当と認められる場合

※地方公所：監督員用の中型ディスプレイ・ヘッドセットを２６３台
検査員など複数人数用の大型ディスプレイを１２台（各公所１台）

本 庁：WEB会議に活用する大型ディスプレイを４台
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東北大学：これらの取組みが評価され
第１回日本オープンイノベーション大賞
「国土交通大臣賞」を受賞 (H31.3)

道路施設長寿命化対策事業 DBMY

NEXCO管理
315橋(3.3%)

国管理
864橋
(9.2%)

県管理
2,378橋
(25.3%)

市町村
管理

5,853橋
(62.2%)

山形県内の道路橋 全9,410橋

課題① 膨大な管理ストック
H26.12.17 「山形県と東日本高速道路株式会社との包括的連携協定」

背景：自治体の抱える課題と産学官連携による支援体制の構築

自治体（特に市町村）支援体制の構築

産学官連携によるデータベースシステム（DBMY) の開発

定期点検 診断調書 補修履歴

データベースエンジン
書込み ・ 記録 ・ 読出し

登録・更新

閲覧・抽出

532160490 真鶴橋 132.5 6.0 4 鋼橋 蟻喰羽前豊里停車場線

532165980 蟻喰橋 2.3 11.1 1 RC橋 蟻喰羽前豊里停車場線

532165990 石名坂橋 4.6 5.4 1 RC橋 蟻喰羽前豊里停車場線

532260720 大沢橋 76.6 7.5 3 PC橋 砂子沢小又釜渕線

532260730 小川内橋 54.7 7.0 2 鋼橋 砂子沢小又釜渕線

532261210 三滝橋 20.0 12.0 1 PC橋 砂子沢小又釜渕線

532266060 小川内堰橋 2.4 9.2 1 BOX 砂子沢小又釜渕線

532266070 日暮沢橋 7.3 3.1 1 PC橋 砂子沢小又釜渕線

532266080 三の滝沢橋 7.3 7.2 1 BOX 砂子沢小又釜渕線

532266090 小松倉沢橋 5.0 4.8 1 RC橋 砂子沢小又釜渕線

532365960 稲沢橋 4.8 6.0 1 RC橋 稲沢下野明線

532460290 家ノ浦橋 39.5 8.5 1 鋼橋 平岡日当線

532461180 溜池沢橋 14.8 8.5 1 PC橋 平岡日当線

532465050 湯元橋 14.0 8.5 1 PC橋 平岡日当線

532466440 手代森橋 9.8 8.2 1 PC橋 平岡日当線

532466450 谷口橋 7.3 8.6 1 PC橋 平岡日当線

532466460 日当沢橋 4.0 8.3 1 BOX 平岡日当線

532560740 法田橋 131.2 7.8 6 鋼橋 東法田大堀線

集計表 各種帳票

DBMYは、SIP研究成果である「自治体向けイン
フラデータベース」を山形県向けに改良して開発

⇒ 山形県の様式をこれまで通り使いながら、
高品質で使いやすいデータベースシステム
を短期間で導入できた。

DBMYの役割と目指す導入効果

データを迅速、的確に抽出可能

東北大IMC・YCC・県と市町村がつながる

点検・診断の高度化・効率化

市町村支援体制の充実化

データベースとタブレットなどICT技術との連携
補修計画・予算管理の適正化

ICT技術
との連携

DBMYを中心にメンテナンス
サイクルを回していく

DB
M

Y

SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）とは
内閣府総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能
を発揮して、府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメント
により、科学技術イノベーション実現のために創設した国
家プロジェクト。課題の一つに、「インフラ維持管理・更新・
マネジメント技術」がある。（内閣府HPより）

老朽橋対策進捗状況（H27年度末）

対策済
955橋
68.3％

未対策
444橋
31.7％

対策済
147橋
6.0％

未対策
2,294橋
94.0％

課題② 市町村の対策の遅れ

市町村管理橋梁
（要対策2,441橋）

県管理橋梁
（要対策1,399橋） H27.10. 9 「山形県道路メンテナンス産学官連携協議会」

【メンバー】 東北大IMC（協力：東京大学）、 東日本高速道路株式会社東北支社
山形県県土整備部、 YCC
① 自治体（特に市町村）が抱える課題に「産学官の総力戦」で取組む
② データベースは、産学官連携による市町村支援の共通基盤

H27. 3.17 「道路インフラに関する協定」
東北大学インフラマネジメント研究センター（以下「東北大IMC」)
⇔ 山形県県土整備部、公益財団法人山形県建設技術センター（以下「YCC」）

H28.9.30 産学官連携の共通基盤として、東北大IMC、YCC、 県が
データベースシステムの共同開発に着手（協力：東日本高速
道路株式会社）

蓄積したデータの集計・分析

市町村管理は
約5,800橋

（県内の橋の約２/３）

自治体管理は
約8,200橋

（県内の橋の9割近く）

で
き
る
こ
と

D
B
M
Y
で

目
指
す
導
入
効
果

SIP研究成果

高度なインフラマネジメントを実現する多種多様
なデータの処理・蓄積・解析・応用技術の開発」

（確認事項）

点検支援端末
（タブレット）

AI自動診断・補
修支援技術等

「DBMY」 ：山形県道路橋梁メンテナンス統合データベースシステム Integrated Database System of Bridge Maintenance ,Yamagata Pref.

35市町村と建設技術センターがDBMYに
関する協定を締結（H29.3)

※数字は開発当時の値の
ため現在と異なる

※R3から県分・市町村分の全橋梁が閲覧可

ドローン・AIによる
点検支援技術

情報

情報

点
検

DBMY

情報

措 置 診 断
記 録

診断結果補修履歴

点検結果

今後の課題
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除雪機械の１人乗り化
【取組概要】
札幌市では都市部の除雪が多いことから、作
業の安全確保のため運転手のほかに助手を同
乗させ２名での作業を行っていたが、今後は、除
雪従事者の減少対策の１つとして、札幌市で
2018年から10カ年の新たな雪対策の基本計
画として策定された「札幌市冬のみちづくりプラン
2018」等に基づき、ICT等の先進技術を活用す
ることにより、運転手１名で安全な作業が可能と
なる体制の確保に取り組んでいる。
実施内容としては、「除雪機械の更新時に、安
全対策が施された１人乗り機械の導入」する方
法と、「既存機械に安全補助装置を設置し１人
乗り化を図る」方法を進めている。

① 計画の位置付け・計画期間

②実行プログラムにおける
ＩＣＴなどの先進技術の活用

除雪従事者の高齢化などに伴う除雪オペ
レーター不足に対応するため、限られた
人員でも安全に作業が行える体制を確保

●取組の目的 除雪グレーダの１人乗り化除雪グレーダの１人乗り化
機械の更新に合わせて安全補助装置
が搭載された１人乗りの機械を導入

１人乗り除雪機械（除雪グレーダ）

その他機械の１人乗り化
（タイヤショベル、除雪トラック、凍結防止剤散布車）
その他機械の１人乗り化
（タイヤショベル、除雪トラック、凍結防止剤散布車）

現在使用中の機械にカメラやセンサーなどの安全補助
装置を設置し、実証実験などにより安全状況を確認し
ながら１人乗り化を推進
〈安全装置〉

バックカメラ センサー

札幌市
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建設現場におけるカーボン・ニュートラルの取組

令和４年５月２４日

令和４年度春季・北海道・東北地方ブロック土木部長等会議

30



「北海道インフラゼロカーボン試行工事」について

【取組内容】

受注者から「ゼロカーボン北海道」に資する工事現場の意欲的な取組について提案を受け、
取組を実施・確認できた場合は、「工事施行成績評定」で加点評価する。

「ゼロカーボン北海道」の実現に向けて、

道内建設業における脱炭素への機運の醸成を図ることを主な目的として、

北海道開発局・札幌市と連携し、「北海道インフラゼロカーボン試行工事」の実施。

【試行概要】
＜適 用 対 象＞ 建設部、農政部、水産林務部所管工事

令和４年４月１日以降公告の工事
（契約済み工事についても協議により試行可能）

＜公 告＞ 公告文、入札説明書、特記仕様書に試行対象工事であることを明記。

＜契 約 後＞ 取組を希望する場合、提案様式に明示し、実施前に提出。

＜取組実施後＞ 取組を確認できた場合は、工事成績評定において加点。
（社会特性～地域への貢献 １点）

ソーラーパネルの活用 バイオ燃料の活用 環境対策型建設機械の活用

燃費基準達成建設機械 低炭素型建設機械

Hybrid

（写真は、北海道開発局ホームページより）
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建設現場におけるカーボンニュートラルの取組み

①港湾施設照明灯のLED化（トンネル等）

①道路照明・トンネル照明のLED化

②建設施工の低炭素化（ICT施工の導入）

③橋梁桁下の有効活用（太陽光パネル設置）

①水力発電の余剰電力を県有施設で使用

道路分野の取組み 河川・ダム分野の取組み

港湾分野の取組み

・トンネル照明LED化 ・道路照明LED化

・臨港道路照明LED化 ・トンネル照明LED化
・橋梁桁下の有効活用 ・橋梁桁下の有効活用

議題２（２）
インフラDX／カーボン・ニュー
トラルの取組の推進について
青森県資料
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自己託送のイメージ
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川内ダム
最⼤出⼒ 260㎾
発電量 約160万㎾h
余剰電量 約140万㎾h

下湯ダム
最⼤出⼒ 350㎾
発電量 約270万㎾h
余剰電量 約240万㎾h

自営線 新設
余剰電⼒等 融通

陸上競技場

自己託送
グリッド1
・太陽光 20kW
・蓄電池 25kWh
・空調、照明更改
・BEMS

グリッド2
・太陽光 50kW
・蓄電池 32kWh
・BEMS

不⾜電⼒供給

８．電⼒融通⽅式について（自己託送）○２つの⽔⼒発電の余剰電⼒を活⽤し、マイクログリッド１とマイクログリッド２へ自己託送を⾏う
○既設の運動公園施設をグリッド１とし、令和元年９⽉に供⽤開始した陸上競技場をグリッド２とした、自営線による複数のマ
イクログリッド間のエネルギー融通を実施

○施設の省エネ改修及びエネルギーマネジメントで省エネルギーを実⾏し、CO2排出量の削減を⾏う

新⻘森県総合運動公園 （自己託送・エネルギーマネジメント）

BAS
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自己託送について（事業のイメージ）

自己託送
⽔⼒発電
下湯ダム
（350KW)

⽔⼒発電
川内ダム

（260KW）
不⾜電⼒供給

自家消費＋余剰売電
陸上競技場

県所有

敷地内
自営線

小売電気事業者

広域機関

余剰電⼒

余
剰
電
⼒
kW

時間ｈ

需
要
kW

時間ｈ

自己託送発電計画

自己託送需要計画

送配電事業者

計画提出

【小売電気事業者（(株)さくら新電⼒）の実施業務】
①自己託送に必要な計画の策定と提出、発電計画の策定
②ダムの余剰電⼒の買取（自家消費・自己託送 以外の発電電⼒）
③新⻘森県総合運動公園への不⾜電⼒供給（自己託送以外の使⽤電⼒）
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